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はじめに 

インテリジェンスとアナリティクス（分析）は、テクノロジ

ーおよび ITのトレンドにおいてますます注目されるトピック

となっている。データ収集の手段が広がり、人工知能（AI）

によって大量のデータを迅速かつ強力に分析できるようにな

る中で、企業の業務プロセス、事業戦略策定、業務オペレー

ションに対してアナリティクスおよびデータ駆動型の意思決

定を適用することが可能となってきている。 

従業員およびエンドユーザーの活動に関するデータとアナリティクスは、企業とそのパートナ

ー、そして顧客が、プロセス、組織構造、業務を最適化する上で極めて重要である。ITの観点

からは、従業員に与えられたツールやテクノロジーが最適化され、正しく機能しているかどう

かを把握することが不可欠である。また、ツールが生産性、効率性、収益向上の成果に寄与し

ているかどうかを知ることも同じように有益である。 

さらに、モバイルワーカーがキャンパスやオフィスのWi-Fiではなく、屋外で高価な 4G／LTE

サービスの通信を利用している場合には、パフォーマンスが最適化されていることを確認する

ことが極めて重要である。また、ワイヤレスWAN（WWAN）接続は非常に高コストであるた

め、このような環境での障害は（それがアプリケーション、デバイス、ネットワーク、または

これらの組み合せのいずれであっても）さらに重大である。専門技術を持つ従業員を適切な場

所に配置しても、デバイス、アプリケーション、あるいはネットワークサービスが不適切であ

れば、企業にとっては大きな機会損失となる。 

消費者と企業の両方で、モビリティの爆発的な拡大とスマートフォンやタブレットの普及が進

み、モバイルデバイスがハイパーコネクティビティと高い生産性を提供しつつある。ポケット

にスーパーコンピューターがあれば、誰もがより生産的になれると考えるであろう。しかし、

そこにはいくつもの落とし穴がある。デバイスの応答停止、アプリケーションのクラッシュ、

不安定なネットワークなどによってダウンタイムの問題が生じ、ビジネス全体のパフォーマン

スやユーザーの生産性に悪影響が及ぶ。企業ではモバイル導入の拡大に伴い、質の低いビジネ

スアプリケーションやデバイスの接続不良によって生じるトラブルシューティングに関する作

業が急激に複雑化している。たとえば ITチームでは、パフォーマンスの低下が単に一人のユー

ザーの問題なのかデバイス全体なのか、あるいは全社的な問題であるかを把握することが困難

になっている。また、パフォーマンスの低下は自らが招いた結果という可能性もある。従業員

のポケットの中にある「スーパーコンピューター」が私用の電子メールやアプリケーション、

ゲームなどによって、業務への集中が著しく阻害され、多くの時間を浪費する要因となってい

る場合もある。 

定量分析 

モバイル運用インテリジェンスソリューショ

ンは、リアルタイムのモバイルデータ分析と

パフォーマンス改善の自動化が提供できるな

どの利点があるが、2017年時点では導入済み

企業はわずか 30％と低水準であった。 

多くの企業においてモビリティがコンピューティングの主要なインターフェースとして進

化を続けており、「モバイル運用インテリジェンスソリューション」が注目されている。

モバイル資産の運用状況監視、モバイル導入効果の分析、自動的なパフォーマンス分析、

セキュリティ改善、コスト改善などを通じて、企業活動の変革に必要なビジネスインテリ

ジェンスを提供するソリューションである。 

概況 
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オンラインやデジタルでのあらゆる活動と同様に、モバイルコンピューティング（アプリケー

ションの使用や、ネットワーク、システム、およびデータへのアクセス）を利用すると、一連

の「デジタルフットプリント（デジタルの足跡）」がデータログとなって記録される。アプリ

ケーション、アクセスしたネットワーク、デバイス、プラットフォームについての可用性、状

態、状況、利用履歴に関するログが、あらゆる場所で生成される。これらのデータは、モバイ

ルネットワークから企業内ネットワークに至るまで、携帯電話やタブレット、ラップトップの

不揮発性および揮発性のメモリー上に、あらゆるレベルで存在している。従来はクローズドな

有線ネットワーク上（またはキャンパス内のWi-Fiネットワークであっても）に接続された PC

やエンドポイントのトラブルシューティングも決して容易ではなかったが、少なくとも問題の

発生場所は自社保有ネットワーク上に固定配置された既知のデバイスに限定されていた。それ

とは対照的に、企業が所有していない通信事業者のネットワーク、または公衆Wi-Fi上で接続さ

れているデバイスのトラブルシューティングを行おうとしてもほぼ不可能である。大半の企業

にとっての課題は、モダンなモビリティによって生じている、企業ファイアウォールの外側に

おける可視性と制御管理の欠如が原因である。 

会社支給／支給外のデバイス、複数の携帯電話キャリア、膨大なコンシューマー向け／企業向

け／カスタム開発のモバイルアプリケーションを利用するモバイル環境（モビリティ）が導入

され、パフォーマンスの理解と測定、可視性の確保、アナリティクスの適用が困難となってい

る。幸いなことに、モビリティが世界中の企業にとって主たるコンピューティングインターフ

ェースに進化する中で、企業ではモバイル運用インテリジェンスソリューションによってモバ

イル資産のパフォーマンス分析、セキュリティ、コスト改善を自動化し、価値のある実践的な

ビジネスインテリジェンスを得ることが可能となる。さらに、デバイスの制御ポリシーを効率

化し、ユーザー行動の改善、ワークフローの最適化、企業ネットワークの合理化の推進、およ

び新たなセキュリティ上の脅威に対するリアルタイムでの防御が可能となる。 

それがモバイルデバイスであれ、ネットワーク、アプリケーション、またはエンドユーザーの

いずれであろうと、エンタープライズモビリティを構成する要素のすべてがログデータを生成

しており、それを分析することによって、ビジネスプロセス改善の自動化に役立てることが可

能である。ログデータはエンタープライズモビリティの副産物であるが、企業の資産とみなす

べきである。大企業では、この資産を積極的に活用する方法を模索する必要がある。 

この問題の中核には、CIOやモバイル IT運用担当者に対する次のような極めて重要な問いかけ

が存在する。つまり、「モバイルデバイスやアプリケーションによって従業員の生産性は向上

しているか」。そうであるならば、「どのアプリケーション、デバイス、ネットワーク接続タ

イプにおいて従業員の生産性が最も高いのか」。あるいは、そうでないのであれば、何が問題

なのか。数多くの潜在的な問題には、ユーザーの行動、接続不良、質の低いアプリケーショ

ン、デバイスのハードウェアの問題などが含まれる。これらの要因のそれぞれについてデータ

が存在しており、これらのデータによってモバイルパフォーマンスの最適化に関する回答と洞

察が提供される。しかし、今までは、多種多様なソースからのデータの収集、およびデータの

正規化と分析は極めて困難であった。 

ベネフィット 

現在および将来のモバイル投資のリターンを最大化する上で、モバイルデバイス、アプリケー

ション、ネットワーク、あるいはユーザーなどによる不測の事態に直面した際に、受動的に対

処するのではなく、ダウンタイムを軽減するために能動的に対応できる能力が、企業にとって

極めて重要である。モバイル運用インテリジェンスソリューションは、モバイル資産が最高の

パフォーマンスで動作することを保証する上で鍵になるであろう。 
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しかし、モバイル運用インテリジェンスソリューションは 2017年の時点で導入企業はわずか

30％と低い状況にあった。このようにモバイルパフォーマンスに対する可視性とコントロール

が不十分な一方で、IDCの調査「2017 Mobility Decision Maker Survey」によると、企業はモバイルア

プリケーションやデータトラフィックのパフォーマンスが抱える問題を最も重要な課題の一つ

であるとしている。企業の 83％以上が、モバイルのデータスピードと応答の速さがビジネスに

とって極めて重要なニーズであるとしている。モバイル通信事業者に対する要件では、80％の

企業が価格、サポート、デバイスの選択肢などに対するニーズよりも、ネットワークの信頼性

と可用性が最も重要な要素であるとしている。 

企業ではモバイルの取り組みに対する最大の障害の一つにセキュリティを挙げている。2番目に

重大な課題としてパフォーマンス、特にモバイルデバイスとビジネスシステムおよびデータソ

ースとの接続、あるいはインテグレーションでの動作パフォーマンスを挙げている。モバイル

クラウドおよび SaaSアプリケーションのプロバイダーは、自社のプラットフォームやシステム

のパフォーマンスを注意深く監視しているが、これらのデータをユーザー企業には公開してい

ない。このため、ユーザー企業は蚊帳の外に置かれた状態にあり、導入したテクノロジーの稼

働状況や問題発生時の根本原因を把握するのが困難である。 

ワークフローの自動化によってユーザーが最大の成果を生み出す環境を構築するための洞察を

含めて、モバイル資産の正常稼働を常に監視や診断し、有効な分析結果を IT組織に提供して初

めて、企業はモバイルへの投資を最大化できる。このアプローチにはその他にも以下のベネフ

ィットがある。 

» 「張り巡らされたセンサー（Sensors everywhere）」：モバイル運用インテリジェンスソリ

ューションでは、あらゆる場所にあるモバイルデバイスによってもたらされる強力なデー

タ収集能力（無線、センサー、ビーコンなど）を活用して、ビジネスプロセスを強化し、

セキュリティの脅威をリアルタイムで発見することが可能である。 

» エンドツーエンドの可視化とコントロール：データの一つの側面または「ポケット（狭い

範囲）」を見るだけでは、企業のモバイル導入状況と、導入に潜んでいる現在進行形の課

題、脅威、問題について完全に把握することはできない。モバイル運用インテリジェンス

ソリューションによって、最適化のレベル、セキュリティリスク、使用率などを含め、す

べての従業員のモバイルエクスペリエンスを ITスタッフが把握し、的確にコントロールす

ることが可能になる。 

» パフォーマンス最適化：企業は収集分析されたデータに基づいて、モバイル運用インテリ

ジェンスソリューションによってモバイル導入のあらゆる側面（デバイスからネットワー

ク、アプリケーション、管理プラットフォーム、ポリシーなど）の計画を立て、変更し、

調整することが可能になる。 

トレンド 

多くの企業がモバイルデバイス管理（MDM）ソリューション、あるいはエンタープライズモビ

リティ管理（EMM）ソリューションの導入を進めており、これによって企業では企業データに

アクセスするモバイルデバイスとアプリケーションの増加への対処が可能になっている。企業

のデバイスとアプリケーションのポリシーの設定、モニタリング、制御を行う機能は、企業の

IT部門にとって重要なツールとなっている。しかし、EMMソフトウェアは、従来型の戦術的で

サイロ化されたデバイス統合ツールから、モバイル運用インテリジェンスを含むユニファイド

エンドポイント管理（UEM）など、管理面においてさらに統合的で部門横断的なプラットフォ

ームへと進化してきている。 
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自動化、AI、および相互接続されたデータソースが IT運用において一段と重要になる中で、

UEMプラットフォームは遅れずにこの種のアナリティクスやデータ駆動型機能を備えて進化し

なければならない。セキュリティ監視やモニタリングにおけるインテリジェント化のユースケ

ースも求められてきており、エンドユーザーコンピューティング管理やコンプライアンスの観

点でも、責任範囲、ツールセット、チームといった要素に見合った進化が求められる。 

実際のところ、コグニティブかつ高度なアナリティクスと IT運用管理システムとの統合は、企

業の ITとセキュリティの運用にとって重要度を増している。ITチームは今や、システムログ、

プロアクティブな監視／診断、構成ファイル、およびアプリケーション、デバイス、ユーザー

管理システム、プラットフォームから収集したその他のデータから生成されるデータの宝庫を

よりいっそうインテリジェントに利用することが可能である。これらのデータは、統合されて

いなければ、企業内で実行されている膨大なシステムとプラットフォームから単に廃棄されて

しまうようなありふれた「屑データ」でしかない。これらのデータに対し、アナリティクスと

機械学習を適用することで、企業はよりインテリジェントにこれらのデータを活用し、セキュ

リティの脅威や問題への迅速かつ有効な対応が可能となる。また、これによって企業は、エン

ドユーザー、アプリケーション、デバイス、ネットワークインフラストラクチャ、および内部

／外部のサービスの相互関係に対する可視性とコントロールを改善できる。 

セキュリティ対策は、モバイルアナリティクスとデータ収集の重要な促進要因である。ユーザ

ーデバイスのアクティビティ、状態、ロケーション、その他の重要な指標によって、ITチーム

は脅威を事前にあるいは発生時に確認し、インシデントや違反への対応を改善できる。ITスタ

ッフがガバナンスの問題に対処し、規制へのコンプライアンス（たとえば、GDPRや HIPPAな

ど）を実証する必要がある規制業種においては、複数の地域におけるデバイスからサーバーへ

のデータフローの把握が重要になる。このセキュリティに焦点を合わせた可視化は、ビジネス

やシステムパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性のある個々のエンドユーザーの挙動のイン

スタンス（それが、偶発的か、無知によるか、悪意のあるものか、あるいはこれらの組み合せ

であるかに関わらず）を把握、捕捉するための鍵でもある。 

運用の改善と監視は、モバイル運用インテリジェンスのもう一つの重要なユースケースであ

る。モバイルのワークフロー、デプロイメント、アプリケーションのどの部分が適切に機能し

ており、どの部分が機能していないか、そして、それぞれが上流と下流のプロセスにどのよう

に影響するかを把握することは極めて重要である。また、モバイルワークフローの可視化と分

析に加えて、パフォーマンス、セキュリティ、コストコントロールにおける自動化された対策

の整備が重要である。さらに、異常や問題が検出された際に、修復あるいはデバイスへの修正

措置の送信などのプロアクティブな対策を自動的に実現する ITアラートを生成する方法も必要

である。これは、フィールドサービス、物流、医療／病院環境など、モビリティが不可欠なワ

ークフローやユースケースで特に重要である。ヘルプデスクにチケット登録されたり、エスカ

レートされてサポートチームで取り扱われたりする前に、あらゆる潜在的な故障、障害、問題

をデータおよびモニタリングで捕捉して修復することができるという事実によって、モバイル

アナリティクスを導入する価値を証明することができる。 

今日の企業は、複数の業種（輸送、物流、公益、官公庁、フィールドサービスなど）に渡って

リアルタイムアプリケーションの配備を進めている。一部の企業では、リアルタイムでの業務

が事業の本質である（UPS、アメリカン航空、ロサンゼルス市警などの例を考えれば分かる）。

また、業務アプリケーションやデータのリアルタイム性が、自社内のエンドユーザーから期待

されている企業もある（たとえば、PG&E、センプラエナジー、AT&Tなど）。 

しかし、事業内容に関わらず多くの企業が同じような課題に直面している。パフォーマンスを

向上させるためには、従業員は現場で費やす時間を増やし、複数の重要なアプリケーションに

アクセスする必要がある。企業にとっての課題は、自社で保有あるいはコントロールしていな
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いネットワークへの依存である。これらの企業の従業員は、公衆Wi-Fiネットワークおよび通信

事業者のネットワークの両方に接続する。しかし、一般的に IT部門はファイアウォールの外側

では可視化とコントロールを得ることはできない。また、ワイヤレスネットワークの不安定性

から、ほとんどの企業はネットワークパフォーマンスの問題（断続的なアクセス、帯域幅不足

など）の影響を受け、アプリケーションのパフォーマンスが低下している。 

最終的には、これらの問題はエンドユーザーのフラストレーションとなり、ビジネス活動を妨

げる可能性がある。企業は現場の状況を把握することが徐々に困難になってきており、タイム

リーに使いこなすにはどうすれば良いかが分からない「ビッグデータ」の存在が重荷になりつ

つある。企業ではモバイルデータ通信のコストが計画を上回っており、社内ではモバイルワー

クの通信トラブルのサポートに対して、より多くの ITヘルプデスクのリソースを振り向けるこ

とを強いられている。これらの課題を解決するために、企業の IT部門、特に IT運用、モビリテ

ィアーキテクト、ビジネス部門のマネージャー、ビジネスアナリストや CIOにとって、モバイ

ル運用インテリジェンスが一段と重要になっている。 

ネットモーションの導入検討 

ネットモーションのモバイル運用インテリジェンスプラットフォームは、リアルタイムデータ

とアナリティクスによって、プロアクティブなモニタリング、アラート通知、改善策の提案、

などのダイナミックな対処が可能である。プラットフォームの

主な機能として、ファイアウォールの内側と外側を包括的かつ

リアルタイムにモニタリング（デバイス情報／ネットワーク状

態／ロケーション情報／データ通信量／アプリケーションフロ

ーの可視化）、自動的なエンドツーエンドのトラブルシューテ

ィング、通信トラブルの根本原因分析（root cause analysis）、

そして異常な通信に対するアラート通知やアクションの実施な

どが含まれる。ネットモーションのソフトウェアプラットフォ

ームは運用インテリジェンスに重点が置かれている。プラットフォーム上のすべてのモバイル

デバイスを「センサー」として活用できる独自の機能を備えており、エンドユーザーパフォー

マンスおよびエンドユーザーデバイスの運用状態をデータ収集することが可能である。これに

よって ITチームは、モバイルネットワークのパフォーマンス（Wi-Fiおよび通信事業者のネット

ワークの状態）から、モバイルネットワークのトラフィックフロー、デバイスのパフォーマン

ス、データ通信の利用量、アプリケーションの利用率、リアルタイムのトラブルシューティン

グに至る、幅広いテクノロジー、サービス、アクティビティを可視化することができる。 

運用インテリジェンスは、多様な分野において ITの管理に対する重要なアプローチであると認

識されていたが、今までこのアプローチをエンタープライズモビリティに適用できるソリュー

ションは存在しなかった。企業がモバイルパフォーマンス、セキュリティ、データ通信量、コ

ンプライアンスに関する問題への対処を望む中で、ネットモーションは、このモバイルテクノ

ロジーという新たな成長分野においてモバイルデータアナリティクスと実用的な運用インテリ

ジェンスの両方を提供できる、強力なプロバイダーになれる位置につけている。 

ネットモーションは、主要な EMM／MDMプラットフォームと互換性のある、デバイスレベル

かつエージェントベースのテクノロジーであるMobile IQ製品によってこれらの機能を提供して

いる。Mobile IQによって、モバイルエンドポイントの健全性、ネットワーク接続の品質に関す

る継続的なデータ、そして個々のユーザー企業のユースケースおよび要件に応じて高度にカス

タマイズ可能な、メトリクス（運用判断基準）、測定値、パフォーマンスの閾値を示すダッシ

ュボードが提供される。問題のヒートマップを視覚化したリアルタイムのマッピング、端末ロ

ケーションと接続状態に関する履歴、ドリルダウン機能、およびその他のツールも製品に含ま

れる。また、見やすく実用的なMobile IQのスコアリングダッシュボード上では、IT部門および

モバイル運用インテリ

ジェンスは企業の IT部

門にとって極めて重要

である。 
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モバイル運用チーム向けの、マイニングされ統合されたデータに基づく警告や、状態遷移、モ

バイルの健全性に関するステータス情報が提供可能である。 

リアルタイムの監視とアラートの他にも、プラットフォームにはシステムによって収集された

モバイルパフォーマンスの元データを追跡調査する高度な診断／分析ツールも含まれている。

これによって、業務プロセスの変更や、通信事業者のデータ通信サービスの購入、その他のコ

スト調整などの意思決定を行う際に、管理者の直感や無作為に選ばれたエンドユーザーやグル

ープでの限定的な調査結果からではなく、すべての統計データに基づいた判断で行うことが可

能になる。 

ユーザー企業の導入選択肢としては、NetMotion Diagnostics（デバイス診断データ収集ソフトウ

ェア）や NetMotion Mobility（通信安定化機能を有するモバイルマネージド VPNソフトウェア）

などの、ネットモーションの既存のセキュリティおよび管理製品が稼働する環境に、NetMotion 

Mobile IQを追加導入しデータ連携させることができる。Mobile IQは物理サーバー、仮想インス

タンス（オンプレミスまたはクラウド）、または純粋な SaaS製品（米国内のみ）として導入可

能である。このプラットフォームは数十万台のモバイルデバイスまでサポート可能だが、サー

バー／クラウドサービスのシステム構成とライセンス数によってのみ制約を受ける。 

課題 

いくつかのマーケットトレンド、競合他社および関連市場の動向が、ネットモーションの

Mobile IQの市場ポジショニングと価値提案に影響すると予測される。 

» エンタープライズモビリティ管理（EMM）プラットフォームのスマート化：EMMプラッ

トフォームはますます「インテリジェント」になり、モバイル IT管理者やアナリストに対

してアナリティクスとデータ分析機能を提供するパッケージが追加されつつある。これら

のツールでは、ログファイル、エンドユーザーのアクティビティデータ、デバイスの状態

／健全性、アプリケーションのパフォーマンスなど、Mobile IQの一部の機能と重なる要素

が実装される可能性がある。 

» マネージドモビリティサービス：モバイル通信事業者、システムインテグレーター、その

他のプロフェッショナルサービス企業は、ユーザー企業がデータやアナリティクスに基づ

いてモバイルテクノロジーの使用状況を最適化できるように、ベースとなる運用サービス

からのデータ抽出とレポーティングによって使用統計、モバイルワーカーの行動トレン

ド、効率性に対する洞察など、より高度なマネージドモビリティサービスを提供する可能

性がある。 

» モバイルパフォーマンス管理に関する認知不足：多くの企業においては、モバイルパフォ

ーマンスのオーナーシップを単一のチームまたは役割に関連付けることが困難である。モ

バイルパフォーマンス管理のコンポーネントは、モバイルコネクティビティサービス（多

くの場合、マルチキャリアで提供）からエンタープライズ管理プラットフォーム、セキュ

リティ、そしてエンドポイントデバイスに至るまでの広範なテクノロジーとサービスが含

まれる。それぞれの構成分野にはそれぞれのインフラストラクチャを管理するための専用

ツールやダッシュボード、それらのメトリクスが存在する。モバイルパフォーマンス管理

はこれらすべての上位のレイヤーに位置し、インフラストラクチャ全体を一気通貫してイ

ンテリジェントに管理できることが特徴であるが、その導入メリットが市場に認知されて

いない可能性がある。 
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結論 

モバイル環境でのデバイスとアプリケーションの利用率が急伸し、モビリティ技術の業務採用

が拡大することでさらに複雑なユースケースが登場するに伴い、モバイルコンピューティング

の運用状態とアクティビティに対する正確でリアルタイムの可視性が IT運用管理とビジネスの

成功にとって極めて重要になってきている。 

モバイル運用インテリジェンスにおいて、エンドツーエンドの可視化とコントロールが鍵であ

る。モバイルアーキテクチャのそれぞれの切り口での計測結果は、デバイスおよびアプリケー

ションからネットワーク（自社ネットワークおよび公衆ネットワークの両方）、そしてバック

エンドシステムに至るまで容易に収集可能で、信頼できる正確さがあり、測定可能なデータで

なければならない。 

IDCではモバイル運用インテリジェンスの市場が継続的に拡大するとみており、本調査レポー

トで述べた課題に対応できるならば、ネットモーションには成功する大きな機会があると考え

ている。 
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